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To: Teachers and Students-becoming- Teachers! 

春の CALA セミナー、充実セミナーです。新学期スタートでご多忙とは思いますが、ご検討ご参加をお待ち致しております。
ご質問やご出席の場合は、一言直接このメールに返信ください。 
今夏８月 12 ⽇〜17 ⽇は”CALA 教師語学文化研修インハワイ“が 22 年目を迎えます。ホノルルの異なった３公⽴
幼・小・中学校へ体験入学できることは稀なチャンス！現地集合解散のシステムです。ご自由にホテルやフライトを選べま
す。是非ご友⼈、ご同僚、ご家族と至急ご検討ください。(ベースホテルはシラトンカイウラ二ホテル)  詳細は
www.calaworld.com でチェック又は下記メールへどうぞ。 ご希望ならパンフレットを郵送します。 

Keiko Abe-Ford(阿部フォード恵子)  keiko.abe-ford@nifty.com 
 
セミナープログラム 
４月：東京  4 月 30 日(M 祝)入れ替え制  #1:9:45〜12:15  #2:13:30〜16:00 

“幼稚園・小学校の新学期指導をめぐる悩み相談“ 
研修費：午前部 3000 円 午後部 3000 円 （要事前申し込み） 

会場：東京都港区⽩⾦いきいきプラザ 
特別事項：CALA 教材在庫整理のため格安購入可能 
講師：Keiko Abe-Ford (CALA International 代表、EFL & Global Culture Trainer-Educator, Author,  

椙⼭⼥学園⼤学講師) 

 
5 月：東京  ５月 19 日(土) 〜20 日(日) 10:00 〜16:30（両日とも） 

“やる気のある教師塾(Teacher’s Boot Camp) -２⽇間集中児童生徒英語教授法“ 
やる気のある教師は荒波が待っています。しかし適正な教授法、適正な学習法、教室経営のための理論武装
は実⼒となります。教え方、学び方を知ることでより生徒理解が深まります。理論に裏付けされた言語活動はパ
ワーです。やる気ある教師達だけの教師塾！限定 6 名のタフな Boot Camp(特訓キャンプ)！ 
参加⼈員：先着６名限定   
会場：東京都港区 CALA ⽩⾦ルーム 
研修費：会員：25,000 円 一般：30,000 円 （要事前申し込み, 定員 6 名） 

     講師：Keiko Abe-Ford 
 
6 月：名古屋  ６月２日(土) 10:00 〜 16:00  

 “小学校指導の 「Let’s Try! (３,４年⽤)」 と 教科化される 「We Can!(5,6 年⽤)」考察”  

-“Let’s Try!(３,４年⽤) と We Can!(5,6 年⽤)をベースに、文科省の 「主体的対話的な深い 
学び」 へと発展させる授業の具体的改善策と、さらに低学年(1,2 年)への授業計画なども含める実践特集！ 

     会場：名古屋 TKP ガ―デンシティ名古屋新幹線口カンファレンスホール 4A（名古屋駅太閤通口徒歩 3 分) 

研修費：会員・学生 5000 円  一般 7000 円 （要事前申し込み） 多種テキスト教材教具展示販売 

   講師：Keiko Abe-Ford (CALA International 代表、EFL & Global Culture Trainer & Educator, Author,  

椙⼭⼥学園⼤学講師)  
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6 月：名古屋(前日からの連続) ６月 3 日(日) 10:00 〜 16:00 
     “生徒を引き付ける多種多数の５分間活動!“ 

-生徒を引き付ける多種多数の５分間活動を紹介し、さらに 20 分、30 分まで生徒を引きつける Activities, 
Educational Games, Songs, Chants, Crafts & Culture 実践で、明日から使える先生の引出しを増や
す絶好のチャンス！- 

      会場：名古屋 TKP ガ―デンシティ名古屋新幹線口 カンファレンスホール 4A（名古屋駅太閤通口徒歩 3 分) 

研修費：会員・学生 5000 円  一般 7000 円 （要事前申し込み） 多種テキスト教材教具展示販売  
   講師：Keiko Abe-Ford 
 

6 月：東京  ６月 9 日(土) 10:00 〜 16:00   (要事前申し込み） 
“小学校指導の「Let’s Try!(３,４年⽤)」 と 教科化される 「We Can!(5,6 年⽤)」 考察”  

-小学校テキスト“Let’s Try!(３,４年⽤) と 教科化される We Can!(5,6 年⽤)をベースに、文科省の  
「主体的対話的な深い学び」 を実現する授業の具体的改善策と、さらに低学年(1,2 年)への授業計画なども
含める実践特集！ 

      会場：(株)ネリーズ飯田橋ブックストア研修室(東京都千代田区富⼠⾒ 2-11-3) 

研修費：会員・学生 5000 円  一般 7000 円（要事前申し込み）  多種テキスト教材教具展示販売 

講師：Keiko Abe-Ford (CALA International 代表、EFL & Global Culture Trainer & Educator, Author,  

椙⼭⼥学園⼤学講師) 

 
6 月：東京(前日からの連続) ６月 10 日(日) 10:00 〜 16:00   

“生徒を引き付ける多くの５分間活動“ 
-生徒を引き付ける多種多数の５分間活動を紹介し、さらに 20 分、30 分まで生徒を引きつける Activities, 
Educational Games, Songs, Chants, Crafts & Culture で先生の引出しを増やす絶好のチャンス！-  

     会場：(株)ネリーズ飯田橋ブックストア研修室(東京都千代田区富⼠⾒ 2-11-3) 

研修費：会員・学生 5000 円  一般 7000 円（要事前申し込み, 定員 15 名） 多種テキスト教材教具展示販売 
講師：Keiko Abe-Ford 

7 月： Activities & Educational Games for “Olympics in a Classroom” 予定 (日時会場未定)  
 

****************** 下記にご注目ください ******************* 
今夏８月(12 ⽇〜17 ⽇)には、「CALA 教師語学文化研修インハワイ」も 22 年目を迎えます。内容は他の旅⾏社
や団体ではできないような密度の⾼い充実したものでございます。 
ホノルルの公⽴⽤・小・中学校に体験⼊学ができることは、稀なチャンス。ご参加くださいました先生方は、毎年その内容
の濃さに驚きたくさんの実りを持ってご自分のクラスにお戻りになられます。 
今夏から、現地集合解散のシステムとなりました。ご自由にホテルやフライトをお選びいただき、好きな日程でご家族ご
同伴も可能なプランです。 是非ご同僚、ご友⼈、ご家族で前向きに至急ご検討ください。⼤変混んでいる時期で、 
フライトの空席も早目に埋まっていくようでございます。ご関心ある先生方や⼤学生などにもご紹介くださいませ。 
添付が開かない場合は、CALA ホームページ https://www.calaworld.com でチェックください。 
ご協⼒を感謝申し上げます。          Keiko Abe-Ford(阿部フォード恵子)  keiko.abe-ford@nifty.com 


